
 

 

KEIO/KYOTO JOINT 
GLOBAL CENTER OF EXCELLENCE PROGRAM 

Raising Market Quality-Integrated Design of “Market Infrastructure” 
 

 

KEIO/KYOTO GLOBAL COE DISCUSSION PAPER SERIES 
 

 

DP2010-019 
 
 

明治期大阪市における塵芥処理市営化に関する一考察 

 
 

星野高徳* 
 
 

要旨 

本稿では、明治期の大阪市会における塵芥処理関連の議事課程を検討することにより、

大阪市の塵芥処理政策の変容過程を明らかにする。従来の研究では、1900年前後において

民間の塵芥処理事業が抱えていた問題点や行政介入の必要性が増大していた事実関係が明

らかにされてきた。しかし、行政が介入を強めるにあたって、塵芥処理にかかる費用をい

かに負担したのかという問題は検討されておらず、行政が効率的な市営化政策を模索する

過程はこれまで明らかにされてこなかった。そこで本稿では、塵芥処理における費用負担

の方法の変化を検討することにより、大阪市が塵芥処理を遂行するにあたり、いかに衛生

面、財政面の問題に対応したのかを明らかにする。塵芥処理においては、財政面での節約

を図ることが困難であったことから、大阪市では、財政上の効率化よりも市費投入の増額

による衛生環境の改善が優先され、最終的には市直営化することにより衛生問題の解決が

図られた。 
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1 はじめに 

本稿では、明治期の大阪市会における塵芥処理関連の議事過程を検討することにより、

大阪市がいかに衛生面、財政面の問題に配慮し、塵芥処理を遂行したのかを明らかにする。 

まず、先行研究において、都市部における塵芥処理の変容過程がどのように捉えられて

きたのかを概観し、本稿の課題を提示する。近世期に関する先行研究によれば、近世期に

おける塵芥処理は都市住民から受け取る請負代金と塵芥の再利用で得られる収益により、

民間業者による事業の存続が可能であった。伊藤好一、林玲子によれば、近世期の江戸で

は、人口増加により塵芥の排出量が増加すると、いかに塵芥処理を円滑に遂行するかが重

要な問題となった。特に、都市生活者は郊外の農村と空間的に隔絶されていたことから、

塵芥を直接自然に返すことが困難であり、都市特有の処理方法が求められるようになった

のである1。そのため、1662 年には塵芥処理業者の公認制度が整えられ、請負業者は株仲間

的な独占権に基づいて塵芥処理を行うようになった2。公認された業者の収益源は、紙屑、

古鉄、肥料化可能な厨芥を売却して得られる収益に加え、町々から受け取る請負代金、塵

芥による土地造成で得られる収益などであり、業者はこれらから相当の利益を享受してい

たため、円滑に塵芥処理を遂行することが可能だったのである3。 

しかし、明治期以降、東京市、大阪市等の都市部では、人口増加とともに都市排出物が

滞留するようになり、衛生上の問題から塵芥処理に行政が介入する必要が生じた。こうし

た塵芥処理の転機について、坂詰智美、石垣尚志は、1900 年の汚物掃除法施行に注目し、

同法施行前後の塵芥処理の変化を検討している。坂詰は近世期から汚物掃除法施行後まで

                                                   
1 林玲子「近世における塵芥処理」『流通経済大学論集』第 29 号（1974 年 3 月）、72 頁。 
2 林「近世における塵芥処理」、75 頁。 
3 伊藤好一『江戸の夢の島』吉川弘文館、1982 年。 
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の塵芥処理の変化を検討し、汚物掃除法施行を契機に、塵芥処理の義務者が土地の所有者

や使用者から市へ、処理方法が埋立処理から焼却処理へと移行したことを明らかにしてい

る4。他方、石垣によれば、第 2 次大戦後に制定された清掃法では、塵芥処理の目的が伝染

病と切り離され、純粋に塵芥自体が排除されるべきものとして捉えられるようになったの

に対して、汚物掃除法をはじめとした戦前期の法令はコレラ、腸チフス、赤痢などの伝染

病対策としての意味合いが強かった5。つまり、戦前期の塵芥処理は伝染病問題の発生によ

り、都市問題として認識され、市の責任で行われるようになったのである。 

また、伝染病予防法施行と汚物掃除法施行のタイム・ラグを検討したものとして、溝入

茂の研究が重要である6。坂詰、石垣の研究を含め、従来の研究の多くは、汚物掃除法施行

と塵芥処理市直営化の最大の要因は衛生問題であったと指摘しており、伝染病と塵芥処理

市直営化を直接結びつけて論じていた。しかし、伝染病は 1870 年代からたびたび流行し、

伝染病予防法は 1897 年に施行されていることから、1900 年の汚物掃除法施行は、伝染病

の流行とは 20 年以上、伝染病予防法の施行とは 3 年のタイム・ラグがあった。溝入はこの

伝染病予防法との 3 年のタイム・ラグを指摘し、汚物掃除法施行が遅れた要因として、屎

尿処理が民間事業として遂行可能であったことから、例外的に市の業務から除外するため

に時間を要したことを主張している7。 

以上の研究蓄積に対し、筆者は塵芥処理市直営化の要因として、衛生問題だけでなく、

塵芥処理業者の収益環境の悪化を指摘した。東京市では、他肥料の普及による塵芥の肥料

としての価値の低下、塵芥処理未経験の業者の参入や競争入札制の採用が塵芥処理業者の

収益環境を悪化させ、塵芥処理サービスの質を向上させるため、市直営化する必要に迫ら

れたことを明らかにした8。 

このように、従来の研究では、1900 年前後において民間の塵芥処理事業が抱えていた問

題点や行政介入の必要性が増大していた事実関係が明らかにされてきた。しかし、行政が

介入を強めるにあたって、塵芥処理にかかる費用をいかに負担したのかという問題は検討

されておらず、行政が効率的な市営化政策を模索する過程はこれまで明らかにされてこな

                                                   
4 坂詰智美「明治期塵芥処理法制の変遷―明治三十三年・汚物掃除法制定以前の様相―」『専修総合科学研

究』第 10 号（2002 年 10 月）。 
5 石垣尚志「＜ごみ＞をめぐる制度――明治期～戦後の＜ごみ＞」『中央大学大学院研究年報文学研究科篇』

第 29 号（2001 年 2 月）。 
6 溝入茂『明治日本のごみ対策―汚物掃除法はどのようにして成立したか―』リサイクル文化社、2007 年。 
7 溝入『明治日本のごみ対策』、220～224 頁。 
8 星野高徳「明治期東京における塵芥処理の市直営化」『三田商学研究』第 50 巻第 1 号（2007 年 4 月）。 
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かった。 

そこで本稿では、塵芥処理における費用負担の方法の変化を検討することにより、大阪

市が塵芥処理を遂行するにあたり、いかに衛生面、財政面の問題に対応したのかを明らか

にする。まず第 2 節では、本稿が対象とする 1880 年代以降の伝染病の流行状況を確認し、

衛生対策の一環として塵芥処理がどのように推進されていたのかを検討する。第 3 節では、

1890 年代における塵芥処理の停滞に対して、大阪市が市費投入を増加させていく経緯を考

察する。第 4 節では、塵芥処理業の収益環境の変化と請負方式が抱えていた問題点を検討

し、市直営化に至る過程を明らかにする。 

 

2 1880 年代～90 年代前半における伝染病の流行と大阪市の塵芥処理政策 

（1）伝染病の流行と衛生政策の促進 

 前述したように、近世期において塵芥は市場で売買可能であったことから、塵芥処理は

円滑に遂行されていた。しかし、明治期に入って人口増加が顕著に見られるようになると、

衛生問題が発生し、行政が介入する必要が生じた。 

 衛生問題に対する行政介入の必要性を認識させたのは、1970 年代後半から 80 年代にお

けるコレラの流行であった。コレラは 1822 年に初めて日本に上陸し、その後、1858 年、

1862 年に大流行し、明治以後も 1877 年を発端として周期的に大流行を繰り返した9。中で

も 1879 年と 1886 年には大阪府でそれぞれ 9,332 人、19,709 人の感染者が発生し、衛生行

政に大きな転機をもたらすことになった10。 

 1879 年の流行を経て、内務省はコレラ流行時の対応を審議するために中央衛生会を設置

した。同会は衛生行政を推進するため、各地方に地方衛生会、府県に衛生課、町村には公

選の衛生委員を設置する必要性があると答申した。この答申に基づき内務省令が制定され、

各府県は衛生課を設置し、府県内の清掃と伝染病対策事務を取り扱うことになったのであ

る11。 

 1879 年の大流行の後もコレラは頻繁に流行し、都市部では衛生環境を改善する必要に迫

られた。図 1 は大阪府と東京府における全人口に占めるコレラ患者の割合の推移を示した

                                                   
9 東京都清掃局（編）『東京都清掃事業百年史』東京都環境整備公社、2000 年、28 頁。 
10 内務省衛生局（編）『＜明治期＞衛生局年報 第 1 巻 第五次年報（明治 12 年 7 月－13 年 6 月）』東洋

書林、1992 年、49 頁；内務省衛生局（編）『＜明治期＞衛生局年報 第 5 巻 年報（明治 17 年 7 月－20

年 12 月）』東洋書林、1992 年、18 頁。 
11 東京都清掃局『東京都清掃事業百年史』、28 頁。 
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ものであり、両者ともに 1886 年、1890 年、1895 年に流行している。流行時の数値を比較

してみると、大阪府が東京府の倍程度の水準であり、大阪府でより深刻な問題になってい

たことがうかがえる。 

 こうした 1886 年以降のコレラ流行に対応して、都市部では衛生対策の一環として塵芥処

理に対する行政介入が強められるようになった。1887 年 7 月、内務官僚の永井久一郎は欧

州の衛生事業を調査した経験を踏まえ、『大日本私立衛生会雑誌』に「市街掃除法」という

論述を掲載している。これによれば、「塵芥ノ掃除ハ上水下水ト同ジク衛生上必要欠ク可ラ

ザルモノ」12であるため、「上水下水ノ二大事業ニ此一事業ヲ加ヘ之ヲ衛生三大事業ト称ス

ベキナリ」13とされ、衛生問題を打開する上で塵芥処理の改善は必要不可欠の課題と考えら

れていた。 

 こうした内務官僚の方針に従い、大阪市では、1889 年の市制特例施行の際に、市による

統一的な衛生対策が開始された14。図 2、3 に見られるように、大阪府では、コレラに加え、

腸チフス、赤痢に関しても、東京府より際立った流行を示しており、大阪市会では、塵芥

処理、路傍便所掃除に対して市が介入する必要に迫られた15。加えて、最終的に廃案になっ

たものの、不潔家屋の掃除にも赤痢予防の観点から市費投入が検討された16。東京市では、

1900 年の汚物掃除法施行を契機に塵芥処理問題についての議論が開始されていたのに対し、

伝染病の流行が顕著に見られた大阪市では、東京市よりも約 10 年早く議題に上り、塵芥処

理、路傍便所掃除への介入が推進されたのである17。 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
12 永井久一郎「市街掃除法」『大日本私立衛生会雑誌』第 50 号（1887 年 7 月）、50 頁。 
13 永井「市街掃除法」、50 頁。 
14 大阪市保健部『大阪市清掃事業概要』大阪市保健部、1935 年、6 頁。 
15 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』大阪市役所、1910 年、220～222、248～253 頁。 
16 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』大阪市役所、1911 年、479～480、498 頁。 
17 星野「明治期東京における塵芥処理の市直営化」、197 頁。 
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図 1 大阪府・東京府の全人口に占めるコレラ患者の割合 
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出典）内務省衛生局（編）『衛生局年報』各年版、東京府『東京府統計書』各年版、大阪府

（編）『大阪府統計書』各年版より作成。 

 

図 2 大阪府・東京府の全人口に占める腸チフス患者の割合 
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出典）表 1 に同じ。 
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図 3 大阪府・東京府の全人口に占める赤痢患者の割合 
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出典）表 1 に同じ。 

 

（2）塵芥処理関連の規則の制定と市営化の推進 

 塵芥処理への対応としては、1889 年 9 月 27 日の大阪市会で塵芥場規則、塵芥掃除規則

が成立し、塵芥処理の対象を公設塵芥場、私設塵芥場、各戸の塵芥の 3 つに区分し、市と

塵芥処理業者の間の請負契約に基づいて塵芥処理が行われることとされた18。当初、塵芥掃

除規則第 1 条では、塵芥掃除の頻度に関して、公設塵芥場は毎日 1 回、私設塵芥場は 5 日

に 1 回、各戸の塵芥は 7 日に 1 回と規定されていた。しかし、私設塵芥場と各戸の塵芥の

掃除を区別することは困難であったため、各戸の塵芥についても 5 日に 1 回の掃除に変更

された。また、同規則第 2 条では、塵芥掃除を 4 月 1 日から 3 月 31 日までの年度単位で請

負契約を結ぶこととされ、同日に塵芥掃除入札請負に関する規則が制定された。 

 塵芥掃除入札請負規則では、私設塵芥場と各戸の塵芥の掃除に際して、請負業者が個別

に対価を受け取ってはならないことが規定された。同規則第 6 条を見てみると、「請負人及

ビ掃除人夫ハ私設塵芥場又ハ各戸ノ塵芥ヲ掃除スルガ為メ其設立者又ハ戸主等ニ対シ金品

ノ請求ヲ為ス可カラズ」19とあり、私設塵芥場や各戸の塵芥の掃除に対して個別に費用を拠

出することは不要であり、全て市費を投入して処理することとされたのである。 

                                                   
18 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、250～252 頁。 
19 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、252 頁。 
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 また、同規則では、塵芥処理が停滞した際の対策が講じられていた。まず、掃除が不十

分な場合には臨時で掃除を命ずることとし、請負業者がこの臨時掃除を怠った場合には、

他の業者に掃除を命じ、その費用を請負業者に弁償させることとした20。加えて、請負契約

の遂行が困難になる場合に備えて、身元保証金を徴収し、万が一請負業者が事業を遂行で

きない場合には、保証金を没収して契約を解除するという方法がとられた21。保証金は請負

契約が満期を迎えた際に請負業者に還付されることになっていたが、請負期間内に事業の

遂行が困難になり、請負契約を取り消された場合には市が没収することとしたのである。 

 以上の諸規則により、大阪市では、市費を投入することにより、大阪市全体の塵芥を網

羅的に回収することが目指されるようになった。都市部における塵芥問題を解決するため

には、民間による塵芥処理では不十分であり、市営化を推進することにより、安定的な塵

芥処理を実現する必要が生じたのである。 

 

（3）塵芥処理関連の規則の改正案と市の費用負担に関する議論の展開 

1890 年 3 月、大阪市会では、市会議員の佐野与兵衛により「塵芥掃除規則及塵芥掃除入

札請負規則中改正ノ建議案」が提出された。佐野はこの提案により、各戸の塵芥の掃除が

停滞していることを指摘し、前述した塵芥掃除入札請負規則第 6 条の全文の削除を求めた22。

つまり、各戸の塵芥が請負業者により掃除されていないのならば、市税から塵芥掃除の費

用を拠出することを廃止し、各戸が必要に応じて費用を負担した方が効率的と考えたので

ある。この提案自体は同意する議員が少なかったことから否決されたものの、以後、重要

な論点として大阪市会の議題に上がることになった。 

 翌 1891 年 3 月、1891 年度の予算を議論するにあたり、市会議員北田音吉は私設塵芥場

の掃除を全廃し、塵芥費を削減することを提案した。北田は、塵芥費は「年々増加スルモ

更ニ其効果ナケレバ大体ハ之ヲ廃止セントスルモノナルモ、公設塵芥場ノミハ廃止スルニ

由ナキヲ以テ私設塵芥場ノ掃除ヲ全廃シ、各戸ノ掃除ニ一任スルコトト為スベシ」23と述べ、

塵芥掃除規則中の私設塵芥場、各戸の塵芥の部分を削除し、市費投入を削減すべきとした

のである。 

 また、当時塵芥が滞留している地域では、各自人夫を雇うようになっており、人夫の人

                                                   
20 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、252 頁。 
21 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、253 頁。 
22 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、429 頁。 
23 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、714 頁。 
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足賃と市税の二重負担の問題が発生した。佐野与兵衛は「今日ニテハ塵芥痛ク各戸ニ堆積

セルニ拘ハラズ掃除人ノ来ラザルヨリ各自人夫ヲ雇ヒ之ヲ掃除セシムルノ状態ニシテ、即

チ一方ニ於テハ自家ガ人足賃ヲ払ヒ他方ニ於テ市税ヲ課セラルルコトトナリ、帰スル所二

重ノ負担ヲナシツツアリ」24と二重負担の問題を指摘し、北田の提案に賛同した。 

 これに対し、市による各戸の塵芥掃除を維持しようとする議員からは、塵芥処理が停滞

したのは、市費投入が不十分なためであるという反論がなされた。例えば、市会議員細原

清太郎は、塵芥費の「金額ヲ増加シタルハ従来ノ金額ニテ掃除行届カザル点アルヨリ以後

之ヲ四区長ニ委任シ、十分ニ注意セシメントノ趣旨ニ基ケルモノナリ、即チ費用ヲ増加ス

レバ之ニ伴フ実効アルベシトノ意ニ外ナラズ、然ルニ従来ノ掃除不行届ナリシトテ、直ニ

之ヲ全廃セントスルガ如キハ早計モ甚シキモノト謂ハザルヲ得ズ、各戸ノ掃除ニ一任セン

ト云フガ如キハ衛生上ヨリ云フモ実際許スベカラザル所ナリ」25と述べ、市費投入の増額と

請負区域の細分化の有効性を指摘した。 

 この意見に対して、塵芥処理を各戸に一任することを主張していた北田音吉、佐野与兵

衛は不十分な市費投入では塵芥処理の改善は困難だとして、市費投入の更なる増額と市直

営化という正反対の主張を始めた。北田は「元来本事業ヲ完全ナラシムル為メニハ巨額ノ

費用ヲ要スルニ依リ寧ロ之ヲ削除セントシタルモ、本会ノ意向ガ各戸ノ塵芥掃除ハ之ヲ廃

スベカラズト云フニ在ルモノノ如クナルヲ以テ、更ニ本事業ハ総テ市参事会ノ直営トシ、

請負ト為スコトナク直接ニ人夫ヲ使役スルコトトシ、日々各戸ニ就テ掃除セシムベシ」26と

し、衛生上の効果があるならば、多額の費用をかけることに反対ではなかったといえる。

結局、この市直営化案は調査不十分のため、否決されたが、衛生環境を改善するため、必

要に応じて予算を補充することが検討された27。 

 大阪市では、請負方式の改善を図るため、1892 年 3 月に各区の裁量により塵芥処理を遂

行することとした。従来は 1889 年に制定された塵芥掃除規則と塵芥掃除入札請負規則に基

づいて塵芥処理が行われていたが、1892 年 4 月 1 日以後は当分これらの規則を施行せず、

各区長が適当な方法を設け、市参事会の認可を経て塵芥掃除を遂行することとしたのであ

る28。 

                                                   
24 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、714 頁。 
25 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、715～716 頁。 
26 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、733 頁。 
27 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、734 頁。 
28 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、1081 頁。 
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 加えて、各区に 3 人の請願巡査という警察官を配置することにより、請負業者を監視す

ることにした。1892 年度の請願巡査 1 人当たりの費用は 1 年間で 122 円とされ、請願巡査

費の総額は約 1,503 円であった29。同年度の塵芥費が約 6,957 円であったことを考えると、

請願巡査による監視のために相当の費用を計上していたといえる。 

このように、大阪市では、従来の「請負方式」、「各戸一任」、「市直営方式」の 3 つの案

を比較することによって、衛生面と財政面の問題の両立を検討していた。その結果、大阪

市は請負方式の継続により財政規模の維持を図るとともに、請願巡査の設置、請負区域の

細分化により衛生環境の改善を図ったのである。 

 

3 1890 年代後半における塵芥処理業の収益環境の悪化と請負方式の限界 

（1）民間業者の収益環境の悪化による塵芥処理の停滞 

前節で見たように、大阪市では、1892 年度に請願巡査を設置することにより、塵芥掃除

の改善を図ったが、請負業者の中には契約の途中で違約するものも出てきた。前述したよ

うに、大阪市では、塵芥費とともに請願巡査費に多額の費用を要するようになっていたこ

とから、塵芥問題の改善が期待されていた。しかし、1893 年 3 月 4 日の大阪市会の議論に

よれば、掃除請負代金が低廉であることが請負業者による塵芥処理を困難にし、契約を遂

行できない業者が発生したのである30。 

その後も請負業者の違約問題に対して対策が講じられなかったことから、1895 年 2 月に

おいても塵芥処理が停滞している状況が確認された。大阪市会では、塵芥場規則、塵芥掃

除規則、塵芥掃除入札請負規則の 3 つの規則が遵守されていない状況を問題視し、この原

因として、引き続き請負代金が低廉であることが注目された31。当該期において人夫賃金は

高騰していたにもかかわらず、請負業者が受け取る 1 戸当たりの 1 ヶ月の請負代金は 5 厘

以下であった32。この請負代金は、同時期の東京市が 1 銭から 2 銭の水準であったのと比較

して低水準であり、塵芥処理を遂行するために必要な人夫、船などを確保する上で不十分

な金額だったのである33。 

また、塵芥費の割当額は各区で相違があったことから、割当の少ない区では事業の遂行

                                                   
29 大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』、1147 頁。 
30 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、104 頁。 
31 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、864 頁。 
32 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、914 頁。 
33 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、914 頁；宮川鉄次郎『東京市ノ衛生』東京市役所、1914 年、17

～19 頁。 
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に支障が発生した。請負区域を細分化したことにより、大阪市の東区、西区、南区、北区

の各区に請負業者、請願巡査などが配置されていたが、東区を除く、西区、南区、北区で

は塵芥掃除を遂行することが困難であった34。東区では、塵芥費の割当額が比較的多額だっ

たことに加えて、運搬の便が良かったため、掃除の遂行が可能であった。しかし、他区で

は、割当額が少なく、運搬の便も悪かったことから、掃除の行き届かない状態が続いたの

である。そのため、他区の状況を改善する為には、割当額を平準化して、公平な塵芥処理

サービスを提供する必要が生じた。 

こうした請負代金の低下に加えて、請負代金とともに主な収益源であった塵芥の売却代

金の減少も請負業者の収益環境を悪化させた。大阪市で排出された塵芥は、主に広島県に

売却されていたが、伝染病問題が発生すると、広島県は県令で塵芥の移入を禁止したため、

塵芥の販路が途絶したのである35。また、塵芥は近隣の郡部に対しても売却されていたが、

肥料類の価格低下の影響により、肥料として塵芥を購入する農家が減少し、塵芥の売却代

金の減少につながった36。 

 こうした請負業者の収益環境の悪化を踏まえ、大阪市では、平等かつ十分な額の請負代

金を確保することにより、塵芥処理を改善していく必要性が認識されるようになったとい

えよう。 

 

（2）塵芥掃除に関する建議案と追加予算の計上 

 以上の請負代金増額の方針は 1895 年に可決された「塵芥掃除ニ関スル建議案」に表れて

いる。表 1 にあるように、1890 年度から 94 年度における 1 年間の塵芥費は 7,000 円前後

で推移しており、1895 年度も当初は 7,803 円の予算であった37。この状況に対し、市会議

員の步田源兵衛は 1895年 8月 9日の大阪市会で「塵芥掃除ニ関スル建議案」を提案し、8,000

円程度の塵芥費では市内の塵芥を掃除する上で不十分であるとし、経費に不足が生じた場

合には追加予算の計上ができるようにするべきだと主張した38。この案は同日に可決され、

年度途中の追加予算の提出が可能になった。 

 

                                                   
34 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、914～916 頁。 
35 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1379 頁。 
36 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1404 頁。 
37 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、861 頁。 
38 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1256～1257 頁。 
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表 1 大阪市における塵芥費の推移 （単位：円） 

1890年度 1891年度 1892年度 1893年度 1894年度 1895年度
6,974 7,208 6,957 6,982 6,906 15,217

1896年度 1897年度 1898年度 1899年度 1900年度 1901年度
18,058 42,867 45,459 35,509 35,311 80,258  

出典）大阪市参事会『大阪市会史 第一巻』大阪市役所、1910 年、677、1145 頁；大阪市

参事会『大阪市会史 第二巻』大阪市役所、1911 年、92、556、861 頁；大阪市役所『大

阪市会史 第三巻』大阪市役所、1911 年、42、420、780 頁；大阪市役所『大阪市会史 第

四巻』大阪市役所、1912 年、46、376、588 頁；大阪市役所『大阪市会史 第五巻』大阪

市役所、1912 年、72 頁。 

 

 これを受けて、1895 年 9 月 19 日に塵芥費の追加予算案が議題に上った。都市化の進展

に伴う塵芥増加の影響により塵芥費が不足し、追加予算として 7,414 円の計上が検討され

たのである39。 

 この背景としては、請負業者による塵芥掃除が困難になったことにより、塵芥問題が深

刻化したことが挙げられる。1895 年 9 月 19 日の大阪市会では、各区の請負業者の状況に

ついて、警部村田宣寛から「東区ニアリテハ七組ノ請負者中其二組ハ既ニ解約シ保証金ヲ

没収セリ、西区北区ハ悉ク資力ニ欠乏ヲ来セリ」40と報告があり、事業を遂行できない業者

の存在が指摘されている。契約の遂行が困難になった請負業者は「利益ヲ目的トシ利潤少

ケレバ保証金ノ没収ノ如キハ敢テ意トセザル者」41であったので、責任を持って塵芥掃除を

行わせることは困難であった。そのため、請負業者のうち「東区四組、西区ハ全部、北区

ハ一組残存シ他ハ悉ク解約セリ、独リ南区ハ区長ノ尽瘁ニヨリ特ニ持続シ未ダ一人ノ解約

者ヲ出ダサザレドモ、遠カラズ倒産スベシ」42という状況であった。 

 以上の問題を改善するため、大阪市では市会議員野口茂平により、4 つの対策が提案され

た。第 1 に、定期的な塵芥掃除を実現するため、請負業者に対して、塵芥掃除をする際に

検印を捺印させることである。野口は郵便脚夫が郵便物を収集するたびに検印を押してい

ることを指摘し、塵芥掃除においても同様の方法をとることによって、市が塵芥掃除の遂

                                                   
39 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1375～1376 頁。 
40 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1378～1379 頁。 
41 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1399 頁。 
42 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1408～1409 頁。 
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行状況をチェックすることが考案されたのである43。 

第 2 に、保証金の増額である。従来、請負業者が支払う保証金は 1 ヶ月当たりの請負代

金の 10 分の 5 とされており、1 ヶ月 100 円の請負代金であれば、保証金は 50 円であった。

しかし、この金額では、保証金を没収されても契約を解除した方が得策という判断がなさ

れたため、大阪市は保証金の増徴を検討したのである44。 

 第 3 に、塵芥の販路の途絶に対応するため、塵芥の貯蔵場所として官有地を請負業者に

貸与することである45。都市部における人口増加は都市排出物である塵芥の排出量を増大さ

せたため、塵芥を貯蔵する設備が必要であった。しかし、請負業者は貯蔵するための十分

な土地を有しておらず、地価高騰の影響により新たに近隣の郡部で土地を確保することも

困難であったため、請負業者による契約の破約が発生した46。そのため、大阪市は官有地を

貸与することにより、塵芥の貯蔵場所を確保するべきと考えられたのである。 

 第 4 に、塵芥掃除の請負期間を延長して、数年間の継続事業にするということである。

従来の 1 年間の請負期間では、塵芥掃除のための設備を完備することは困難であったため、

期間を延長することにより貯蔵設備などの確保を促進しようとした47。 

 こうした塵芥掃除の改善案の中でも特に各戸における捺印の制度が議論の対象となり、

塵芥費縮小を主張する議員と塵芥費拡大を主張する議員の間で塵芥費の増減をめぐる議論

が展開された。 

 塵芥費縮小を主張する議員は、前述したように、塵芥費を増加させても塵芥掃除の改善

に結びつかないことを指摘するとともに、各戸の塵芥の掃除を義務づけてもそれを市でチ

ェックすることが困難であることを主張した。つまり、大阪市内の約 10 万戸の住宅で捺印

することは困難であったため、他の方法を考案することが適当とされたのである48。このよ

うに、市が各戸の塵芥掃除を監視することができなかったため、各戸の塵芥掃除は公共事

業として施行されるべきものではなく、その分の費用の節約が可能であると考えられた49。 

 これに対して、塵芥費拡大を主張する議員は市費による各戸の掃除を廃止するデメリッ

トを 3 点挙げている。第 1 に、各戸は掃除の費用を節約するインセンティブを有するため、

                                                   
43 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1412、1416 頁。 
44 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1407～1408、1413、1416 頁。 
45 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1416 頁。 
46 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1411 頁。 
47 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1411、1416 頁。 
48 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1422、1426 頁。 
49 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1423 頁。 
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各戸の掃除を廃止すると、衛生上の問題が発生する可能性があること50、第 2 に、塵芥を溝

渠に投棄するものが増えるため、溝渠掃除の費用が増加してしまうこと51、第 3 に、公設塵

芥場の設置数には地域差があったため、公設塵芥場のみを回収の対象とすると、地域間で

不公平が発生することが挙げられた。とりわけ、東区は公設塵芥場が少なく、各戸から公

設塵芥場まで塵芥を運搬することが困難であったことから、私設塵芥場、各戸の塵芥を放

任することはできないと考えられた52。こうしたデメリットがあったことから、塵芥費拡大

を主張する議員は市費投入を増額することにより、各戸の掃除も市が行うべきだと主張し

たのである。 

 こうした議論の結果、追加予算案は可決され、野口が提案した各戸における捺印と保証

金の増額が実行に移されることになった。大阪市会では、「保証金ヲ増徴スルコト、各戸ノ

塵芥ハ五日毎ニ収集スルコト、而シテ之ガ励行ヲ期スル為メ紙片ヲ貼付シ人夫ヲシテ収集

毎ニ其証トシテ捺印セシムルコト、掃除ノ不行届ノ場合ハ他ヨリ人夫ヲ雇用シ掃除セシメ

其費用ヲ保証金ヨリ控除スルコト」53と決められ、請負業者に対する監視を強めるとともに、

保証金の増額により請負契約に責任を持たせたのである。その際、各戸で捺印することは

困難であるという意見が出されたものの、最終的には実現が可能であるとして野口案を可

決し、各戸での捺印を義務づけた54。 

追加予算の計上が認められたことにより、塵芥費の規模は前年度の倍程度の水準にまで

拡大した。表 1 によれば、1894 年度まで 7,000 円前後で推移していた塵芥費は、1895 年

度に 15,217 円、1896 年度に 18,058 円、1897 年度に 42,867 円とその後も年々増加したの

である。 

 

（3）塵芥場廃止案の廃案と塵芥費の増額 

こうした塵芥費の拡大にもかかわらず、塵芥掃除の状況は改善されなかったため、掃除

方法を再検討する必要に迫られた。1896 年 3 月 11 日、市会議員西田栄次郎は、塵芥の「掃

除ノ完全ヲ期センニハ四五万円ノ巨費ヲ要スベク又各戸及共同塵芥場ノ掃除ヲ廃シテ単ニ

公設塵芥場ノ掃除ニ止メントスル時ハ更ニ一層公設塵芥場ヲ増設セザルベカラズ」55と述べ、

                                                   
50 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1427～1429 頁。 
51 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1432 頁。 
52 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1406 頁。 
53 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1433 頁。 
54 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1434 頁。 
55 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』大阪市役所、1911 年、135 頁。 
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塵芥掃除を完全に遂行するためには、さらに巨額の費用を要すると指摘した。 

そのため、各戸の塵芥を市営で掃除することは財政上困難であり、市営の塵芥掃除は公

設塵芥場のみにとどめるとする見解が見られた56。翌 3 月 12 日、市会議員藤田文助は公設

塵芥場のみの掃除にとどめることにより、塵芥費の予算額を 18,058 円から 11,455 円へ減

額することを提案し、私設塵芥場と各戸の塵芥は住民に一任することとした57。 

しかし、以上の塵芥掃除を住民に一任すると、地域間で不公平が発生すると考えられた。

大阪市内における公設塵芥場の設置数を見てみると、西区が 200 ヶ所で最も多かったのに

対して、東区は 58 ヶ所と西区の 4 分の 1 程度しかなく、公設塵芥場の設置数には地域間で

偏りが生じていた58。各戸の掃除を廃止した場合、自ら公設塵芥場に運搬して塵芥を処理す

る住民が増加することが予測されたが、公設塵芥場の少ない東区では、他区と比較して住

民にかかる負担が大きく、塵芥掃除は困難になると考えられた59。そのため、平等な塵芥掃

除を実現するためには、公設塵芥場を新設しなければならなかったのである。 

加えて、塵芥の掃除を各戸に一任することにより、衛生問題を悪化させることが危惧さ

れた。市会議員奥村善右衛門は、近年の塵芥費の増加により、塵芥掃除の状況が改善され

たことを指摘し、塵芥費を減少させ、各戸の掃除に一任することは、衛生上の問題を悪化

させることにつながると考えたのである60。大阪市会の採決では、こうした見解が多数を占

めたことから、藤田が提案した塵芥費の減額案は否決され、従来通りの請負方式が継続さ

れた61。 

しかし、翌年の 1897 年 3 月 29 日には、警部槙田一郎により「塵芥場規則並ニ之ニ関ス

ル諸規則等廃止ノ件」が提案された。槙田は公設塵芥場のみを対象としたのでは、公平性

を保つことは困難であるため、公設塵芥場も廃止して、塵芥掃除を各戸に一任することに

より、塵芥費の減額を目指すべきと考えたのである62。槙田は警察の取締により塵芥掃除を

各戸に一任することができると考えたが、「市費ノ掃除ヲ廃止センニハ益々不良ノ結果ヲ来

スヤモ計ルベカラザルヲ以テ先ヅハ議長指名ノ調査委員五名ニ付託」63することとした。 

調査委員による調査結果を受け、塵芥場の廃止には困難が伴うことから、3 ヶ月間の延期

                                                   
56 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、135～137 頁。 
57 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、148～149 頁。 
58 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、137、139 頁。 
59 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、139～140 頁。 
60 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、149 頁。 
61 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、150 頁。 
62 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、367～369 頁。 
63 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、370 頁。 
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が決定された。3 月 31 日の大阪市会において、調査委員牧野清兵衛は「衛生上注意スベキ

季節ニ向フテ塵芥掃除ヲ等閑ニ付スルコト能ハザル故四月一日ヨリ向フ三箇月間ヲ限リ従

来ノ方法ニ依ルコトトシ其間ニ請負人ヲ定ムルカ又ハ市条規ヲ改正シテ区ノ事業トナスカ

孰カ適当ノ方法ヲ講ズルコト」64とした。こうした意見に基づき、大阪市は 3 ヶ月間従来の

方法を継続し、その間に適切な方法を考案することにしたのである65。 

しかし、牧野の提案は 3 ヶ月以内に新しい改善案を提案することを前提としていたため、

4 月 2 日、議長森作太郎は延期説ではなく、廃棄説として捉えるべきだと指摘した66。この

指摘に対し、牧野は延期説から廃棄説に改め、採決の結果、「塵芥場規則並ニ之ニ関スル諸

規則等廃止ノ件」は廃案となった。 

以上の経緯から、大阪市では、4 月から 6 月の 3 ヶ月で改善案が検討されることとなり、

その間の塵芥費として 1 万円が計上された67。1897 年度に大阪市の区域が拡張することに

伴い、塵芥費として約 5 万円を要すると考えられたが、適切な塵芥掃除の方法が未検討で

あったため、3 ヶ月分 1 万円の予算のみを計上し、3 ヶ月後までに代替案を提案することと

したのである。 

しかし、3 ヶ月経過しても従来の方法に代わる代替案は提案されず、予算の減少とともに

追加予算案を作成する必要に迫られた。6 月 19 日の大阪市会では、追加予算として 9 ヶ月

分の塵芥費 39,097 円、請願巡査費 2,576 円の計上が提案され、多額の市費投入を行うこと

により、塵芥掃除の市直営化が検討された68。これに対し、藤田文助は塵芥掃除会社を立ち

上げるものが現れたことを指摘し、これらの業者の動向を考慮に入れると、市直営化まで

議論を発展させるべきではないとした。しかし、槙田一郎は「掃除請負ノ希望ヲ申出タル

者七八人アリ此等会社若シクハ個人ニシテ数年来斯業ニ従事シタル経験アラバ之ヲ信任ス

ベケレドモ現在ノ者ハ創立日尚浅ク経験ニモ乏シキモノナレバ未ダ充分ニ信任スル能ハズ

若シ不幸ニシテ苦情ヲ生ズルガ如キコトアラバ洵ニ如何トモスル能ハザルベシ唯然リ故ニ

其失態ナキヲ期セン為メニハ市直営ト為スノ優レルニ若カズ」69と塵芥処理サービスの質を

改善するためには、市直営化が適切であると主張した。 

ただし、この市直営化案は十分な調査による裏づけがなかったことから、さらに 2 ヶ月

                                                   
64 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、433 頁。 
65 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、438 頁。 
66 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、445～447 頁。 
67 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、446、449～451 頁。 
68 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、547～548 頁。 
69 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、553 頁。 
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間の調査期間が設けられた。6 月 25 日、牧野清兵衛は塵芥問題の苦情が増加したことを踏

まえ、従来の方法や僅かな塵芥費の増額では、対策として不十分であるとし、「市ノ直営事

業トシ特ニ事務所ヲ設ケ所長以下ノ吏員ヲ置キテ斯業ニ努力セシムルコトトスベシ」70と市

直営化を支持する見解を示した。しかし、事務所の建設費など市直営化に要する費用に関

する具体的な議案は作成されていなかったため、2 ヶ月分の塵芥費として 6,666 円 66 銭 7

厘を計上し、その間に適当な方針を決定することとしたのである71。 

しかし、7 月 21 日の大阪市会でも適当な代替案を提案できなかったため、従来の請負方

式が継続された。市参事会による議論の結果、市直営化には事務所の設立などに 8 万から

10 万円を要し、財政上実現が困難であったため、当分は従来の方法を踏襲することにした

のである72。そのため、大阪市会では 1897 年度内の残り 7 ヶ月分の予算を 23,533 円とし、

その間に代替案を考案することにした。この予算案は、6月 19日に提案された 9ヶ月 39,097

円よりも月割計算上節約できることが指摘されたが、請願巡査費等への言及がなかったこ

とから、予算案の修正が検討された。 

1892 年以来、大阪市では請願巡査により請負業者を監視してきたが、これに代わり取締

人と呼ばれる監督者を 1 区当たり 5 人、全市で 20 人配置した73。請願巡査は警察官である

以上、他の職務との関係上、塵芥掃除の監視を専門に行うことは困難であったため、専門

の取締人を配置することにより監視を強化したのである。この決定により、取締人の 7 ヶ

月分の給料 1,696 円と取締人 20 人分の被服費等 158 円を計上し、予算額は原案から 1,800

円以上増加して、25,387 円となった。 

ただし、結局、予算規模の決定と監視体制の変更にとどまり、根本的な解決にはならな

かったことから、翌 1898 年には再び塵芥費の節約と処理方法の改善について議論が展開さ

れた。同年 3 月 26 日、前年の 42,867 円から 45,459 円に増額された塵芥費の予算案に対し、

市会議員竹谷伊太郎は「仮リニ四万五千円ヲ投ズルコトトスルモ今日ノ掃除方法ニテハ猶

全キヲ期スベカラズ是ニ於テ乎凡ソ全キヲ期センニハ更ニ幾何ノ金額ヲ要スルヤヲ調査シ

タルニ遂ニ幾何ノ金額ヲ増加スルモ良効果ヲ得ベカラザルコトヲ知レリ是畢竟スルニ塵芥

掃除請負人ニ関シテ言フベカラザル弊害アルガ為メナリ」74と塵芥費を増加しても効果が得

                                                   
70 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、556 頁。 
71 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、556～558 頁。 
72 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、590～591 頁。 
73 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、593～595 頁。 
74 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、853 頁。 
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られないことを指摘した。結局、「年度内ハ剰ス所僅ニ数日ヲ出デズ到底目的ヲ達スルコト

能ハザルヲ以テ遂ニ止ムヲ得ズ原案ヲ是認」75し、塵芥費を増額して従来の請負方式を継続

したが、その後も塵芥処理方法の改善が検討された。 

 

（4）全市一括請負の失敗と市直営方式への転換 

塵芥処理方法を改善するにあたり、大阪市では、塵芥処理停滞の原因について主に 2 つ

の原因が挙げられていた。第 1 に、掃除請負区域の細分化により、地域によって掃除に要

する費用や処理状況に偏りが生じたということ76、第 2 に、請負業者から徴収する保証金が

少なかったことにより、零細な業者の増加、事業継続のインセンティブの低下が発生した

ことである77。こうした問題は 1895 年から議論の対象となっていたが、1899 年になってよ

うやく対策が講じられた。 

1899 年 3 月 15 日、大阪市は全市一括の請負方式へ移行することにより地域間の偏りを

解消し、同時に 3 年間の継続事業として競争入札を行うこととした。「従来ノ請負契約ハ一

箇年限リト定メラレタレバ各請負者ニ於テ毎年度車鍬箒等掃除ニ要スル種々ノ器具ヲ新調

シ且ツ人夫ヲ雇入ルルノ不便アルナリ然ルニ若シ三箇年間継続スルコトトナサバ這般ノ不

便ヲ一掃スル故請負者ハ廉価ニ請負ヲ為スコトトナラン」78と、請負事業の期間を 1 年間か

ら 3 年間に延長することにより塵芥費の削減が可能になると考えられた。 

こうした考えに基づき、大阪市は請負代金を 1 年 4 万円から 3 年 9 万円へと変更し、1

年当たりの請負代金を低下させた。継続予算として 3 年間分の塵芥費を予め決定すると、

物価変動等に対応できないリスクもあったが、大阪市では、各請負人が長期的な請負契約

を希望していることも考慮に入れ、3 年 9 万円を上限とした競争入札が開始されることにな

ったのである79。 

加えて、大阪市は請負業者から徴収する保証金の金額を 3 年間の請負代金の 30 分の 1 へ

とした。同年 3 月 28 日、大阪市会で塵芥掃除請負ノ件が可決され、「請負保証金ハ請負金

総額三十分ノ一トシ市参事会ハ時宜ニ依リ九万円以内ノ範囲ニ於テ競争入札ニ付シ又ハ九

万円ヲ以テ随意契約ヲナシ請負ヲ命ズルコトヲ得」80とし、保証金の金額を従来の 1 ヶ月の

                                                   
75 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、853 頁。 
76 大阪市役所『大阪市会史 第三巻』、135 頁。 
77 大阪市参事会『大阪市会史 第二巻』、1407～1408、1421～1422 頁。 
78 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』大阪市役所、1912 年、75 頁。 
79 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、81～82、86、101 頁。 
80 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、101 頁。 
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請負代金の 10 分の 5 から 3 年間の請負代金の 30 分の 1 へと変更したのである。表 1 に基

づき、最も塵芥費の多かった 1898 年度における 1 ヶ月の請負代金の 10 分の 5 の金額を求

めると約 1,894 円となり、3 年間の請負金額の 30 分の 1 に相当する 3,000 円に比べ低水準

であった。1898 年度以前は全市一括でなかったことから、個々の請負業者が負担する保証

金は 1,894 円よりもさらに少なく、保証金が没収されるリスクは塵芥掃除請負ノ件の可決

により高められたと考えられる。 

こうした方針に基づき、「請負希望者ヲ募リタルニ希望者八人アリ一ヶ年三万円以内ノ予

定金額ヲ以テ請負ノ競争入札」81を行った。その結果、樋口久左衛門が 3 年 89,995 円とい

う入札上限ぎりぎりの金額で落札し、1899 年 4 月 2 日から市内の塵芥掃除を開始した。し

かし、事業の開始当初から従来の請負業者による妨害が問題となり、7 月には市内で塵芥の

散乱が問題とされるようになった82。 

結局、樋口久左衛門による塵芥掃除の状況は改善されなかったため、同年 8 月 29 日、大

阪市は樋口との請負契約を解除した83。9 月 29 日の大阪市会において、野田市書記は「請

負人ハ下請負人監督ノ方法ヲ誤マリ且ツ事業未熟ナリシ為メ大損失」84を招いたとしており、

塵芥掃除の経験が未熟であったために請負契約の遂行が困難になっていた。そのため、大

阪市は「執業中掃除不十分ニ付本年八月他人ニ命ジ臨時掃除ヲ為サシメタル費用ハ金二千

九百三十円六十二銭ヲ要シ内金二千四百九十九円八十六銭一厘ハ請負金（月割下渡金）ヨ

リ支払ヒ残金四百三十円七十五銭九厘ハ身元保証金ヨリ一時支払ヒタルニ付身元保証金ノ

内不足ヲ生ジタルヲ以テ請負方法第九条ノ規定ニ依リ本年八月二十五日該保証金ノ補充ヲ

命ゼシモ」85、納付が困難であったことから、保証金の補充を免除した上で請負契約を解除

し、納付済みの保証金 3,000 円のみを没収した86。 

樋口久左衛門の事業の失敗により、大阪市は請負方式による塵芥処理の限界を認識し、

全市直営化を推進した。大阪市では、樋口との契約を解除した後も既定予算の範囲内で引

き続き請負方式が継続されたが、私設塵芥場の掃除は依然として困難な状況が続いたため、

1900 年 10 月 29 日に汚物掃除規程を制定し、収集作業を市直営に移行したのである87。た

                                                   
81 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、143 頁。 
82 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、143、184 頁。 
83 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、212 頁。 
84 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、217 頁。 
85 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、217 頁。 
86 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、383 頁。 
87 大阪市役所『大阪市会史 第四巻』、484～485 頁；大阪市保健部『大阪市清掃事業概要』、6～7 頁。 
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だし、河川輸送は市直営化するに至らず、市内河岸地の塵芥溜場に集められた塵芥の輸送

は請負業者に任せられた。 

このように、1890 年代後半になると、大阪市では、請負業者の収益環境の悪化による塵

芥処理の停滞に対応するため、塵芥費を拡大する必要が生じた。大阪市は塵芥費の縮小・

拡大をめぐる議論の結果、塵芥費を拡大しながら請負方式による塵芥処理を継続したが、

市内の衛生状況は改善されず、最終的には市直営化により塵芥処理問題の解決が図られた

のである。 

 

4 おわりに 

以上検討してきたように、1870 年代から 80 年代にかけてコレラが流行したことにより、

内務省は都市の衛生対策を講じる必要に迫られた。内務省はコレラ流行時の対策を審議す

るために中央衛生会を設置し、同会により各地方行政府に衛生課、衛生委員を設置する必

要性が指摘されたのである。大阪市においてもこうした内務省の方針に従って、衛生対策

が講じられ、路傍便所掃除と並び塵芥処理の改善が重要な課題とされた。 

大阪市は 1889 年に塵芥場規則、塵芥掃除規則、塵芥掃除入札請負規則を制定し、市の介

入を強めることによって、塵芥処理問題に対処した。塵芥掃除入札請負規則では、私設塵

芥場や各戸の塵芥の掃除の際に請負業者が個別に対価を受け取ってはならないことが規定

され、塵芥は全て市費を投入して処理することとされた。1890 年以降、大阪市会で請負業

者による塵芥処理が停滞している状況を踏まえ、私設塵芥場と各戸の塵芥の掃除を各戸に

一任する案が提案されたが、この案は衛生環境を悪化させる恐れがあったことから却下さ

れ、従来の請負方式を維持することにより塵芥処理問題の改善を図ったのである。 

1890 年代後半になると、請負業者の収益環境の悪化により塵芥処理が停滞していること

が指摘された。1895 年頃においては、物価、人夫賃金等が高騰していたにもかかわらず、

請負業者が受け取る請負代金は低水準にとどまり、塵芥処理に必要な人夫、船などを確保

することは困難であった。加えて、伝染病の発生や他肥料の価格低下の影響により、塵芥

の販路が途絶したことも請負業者の収益環境を悪化させる要因となった。 

そのため、大阪市では、塵芥費や請負業者からの身元保証金の増額、全市一括の請負方

式への移行により、塵芥処理の改善を図った。各戸に塵芥掃除を一任し、塵芥費を削減す

ることは衛生上の問題を発生させるだけでなく、溝渠掃除等の費用を増加させる可能性が

あったことから、大阪市は塵芥費を増加させ、従来の請負方式の改善を図ったのである。
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また、契約の途中での解約を防止するため、請負業者からの保証金を増額し、事業継続の

インセンティブを高めた。全市一括の請負方式は、請負区域の細分化により地域間で塵芥

処理状況に偏りが生じたことを踏まえて実行に移され、請負地域、請負期間を拡大するこ

とにより、塵芥費の削減と効率的な塵芥処理の実現を目指したのである。 

しかし、従来の請負業者からの妨害等もあったことから、全市一括の請負業者は約 5 ヶ

月で契約を解除された。大阪市は全市で公平な衛生対策を行うとともに、財政面でも効率

的な塵芥処理を実現するため、請負方式の改良を図ったが、市内の衛生環境の改善にはつ

ながらなかった。そのため、大阪市は多額の市費を投入してでも塵芥処理を市直営化する

必要に迫られたのである。 

従来の研究では、塵芥処理における費用負担の問題に焦点が当てられなかったのに対し、

本稿は大阪市会の議事過程に注目することにより、大阪市が請負方式の改善による塵芥費

の抑制を断念した上で、市直営化を図ったという経緯を明らかにした。つまり、大阪市の

塵芥処理に関しては、衛生面と財政面の問題の両立を図ることは難しく、衛生面の改善を

最優先して、市費投入の増加と市直営化が推進されたのである。このことは屎尿が農村に

おいて経済的価値を有していたために、衛生面と財政面の両立を図ることが可能だったの

とは対照的であり、塵芥処理を機能させるためには、行政が市費投入の額を増加させ、最

終的には市直営化する必要が生じたのである。 

 


